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薬剤と乾熱処理の組み合わせによるウリ科野菜の

果実汚斑細菌病菌汚染種子の消毒

窪田 昌春 b ・原 一晃2・萩原奈央子3・白JII 隆3

ABSTRACT 

KUBOTA， M.h， HARA， K人HAGIWARA，N人SHlRAKAWA，T.3 (2013). Combined treatment with chemicals and dry heat to disin-
fest cucurbit seeds after infestation with Acidovorax citrulli. Jpn.]. Phytopathol. 79: 92-98. 

A mixture of CuSO 4 and acetic acid disinfested wax gourd seeds that had been infested with Acidovorax citrulli more effectively than 
did ascorbic acid， peroxyacetic acid or a mixture of oxytetracycline， streptomycin and CuSO 4. Seeds of melon， cucumber and wax 
gourd were completely disinfested after a 60-min soak in the mixture followed by dry-heat at 750C for 4 days without affecting 
germination. Seeds of brown seed squash， large seed squash and bottle gourd were disinfested by a 60-min soak in the mixture 
followed by dry-heat at 800C for 4 days， which caused a small delay in germination. Any treatments of small or white seeds of squash 
that combined a soak in the chemical mixture with dry heat and effectively disinfested the seeds also inhibited germination. 

(Received Apri120， 2012; Accepted October 17， 2012) 
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ウリ科野菜の果実汚斑細菌病は輸入に際して栽培地検査

を要する病害であり，日本政府によりその国内への侵入が警

戒されている(平田ら， 1998). しかし， 日本圏内において

もメロン，スイカで本病が数回発生し，それらは上記作物と

スイカ台木用トウガンの汚染種子に起因するものと考えら

れた(堀田ら， 2006;小木曽ら， 2001;白川ら， 2000;白川，

2002;富田ら， 2006). このため，園内での本病の再発を防ぐ

ためには，輸入分を含めた種子の消毒が有効な手段となる.

本邦におけるウリ科作物の栽培では，土壌伝染病対策として

接ぎ木がしばしば行われるが，この接ぎ木の活着促進時には

苗が高湿度条件に置かれ果実汚斑細菌病の発病が助長され

る.そこで，完全な種子消毒が必要となる.

これまで，本病原細菌 (Acidovoraxcitrulli ;以下，Ac)に

対して，主としてスイカにおいて化学的処理と物理的手段，

あるいはその組み合わせによる種子消毒方法の検討が行わ

れている.化学的処理では，スイカの発芽への影響が少ない

ものとして，塩酸，過酢酸，ストレプトマイシン，オキシテ

トラサイクリンを含む水和剤，カスガマイシン・銅水和剤，

酢酸，リンゴ酸の有効性が示され(原ら， 2006; Hopkins et al.， 

1996，2003;野村・白川， 2001; Rane and Latin， 1992;白川，

2002) ，さらに銅水和剤と酢酸またはコハク酸の混合液は発

芽への影響がより少なく，防除効果が高いことが示されてい

る(原ら， 2006). しかしいずれの場合も完全な消毒には

至らず，不十分といえる.一方，スイカ種子の乾熱処理では，

850C， 4日でやや発芽障害を伴うものの完全な消毒効果が得

られている(白川， 2002). また，酢酸による処理と 80oC，

7日の乾熱処理の組み合わせにより，発芽障害がない完全な

消毒が達成された(白川， 2002). 

本病菌では，圏内での発生が認められたスイカ，メロン，

トウガン以外にもキュウリとカボチャに対する病原性や

それらにおける種子伝染が認められており (Hopkinsand 

Thompson， 2002; Langston et al.， 1999; Martin and O'Brien， 
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1999) ，台木用も含めたスイカ以外のウリ科作物についても

種子消毒が必要である.これらのスイカ以外の作物について

も，化学的処理や乾熱処理による消毒条件の検討が行われて

おり，化学的処理については，不完全ではあるものの銅水和

剤・酢酸混合液，銅水和剤・コハク酸混合液，過酢酸につい

てメロンとユウガオでの有効性が確認されているが，大型種

子のカボチャとトウガンでは効果が劣ることが示されてい

る(原ら， 2006).一方，乾熱消毒については，メロン，キュ

ウリ，日本カボチャなどの小型種子では 850C，3 ~ 4日の処

理で発芽障害がなく完全な消毒が可能であったが，大型種子

のトウガン，ユウガオ，カボチャでは種子の耐熱性が低く，

さらに消毒効果も弱いため，発芽障害がなく完全な消毒が可

能な条件は見いだされていない (Kubotaet al.， 2012). また，

現在，国内ではウリ科作物のキュウリ緑斑モザ、イクウイルス

とスイカ緑斑モザイクウイルスの種子伝染対策として種子

の乾熱消毒処理が行われているがここで用いられている乾

熱装置の様式や性能は各種苗会社によって異なる(窪田ら，

2010) .さらに，これらのウイルス対策では 750C程度までの

温度設定で十分で、あるため (Fletcheret al.， 1969;長井・深津，

1970;西・西沢， 1967)，小型のウリ科種子においてAcを完

全消毒できる 850Cにこれらの乾熱装置を正確に設定できる

かどうか不明であり，発芽への影響が出にくい，より低温で

の乾熱処理による消毒条件が求められる.

本研究では， 2004年に本病が発生した際にスイカの台木と

して使われ，感染源となったトウガンについて(小木曽ら，

2005) Ac汚染種子を作製して，銅水和剤・酢酸混合液，ア

スコルピン酸，過酢酸，オキシテトラサイクリンを含む水和

剤懸濁液への漫漬と乾熱処理を組み合わせ，発芽障害が出な

い種子消毒条件を検討した.アスコルビン酸は，汚染種子播

種時の土壌への潅注により高い防除価が得られた有機酸で

ある(草野ら， 2009). また，銅水和剤と酢酸混合液につい

ては，銅水和剤・食酢混合液が野菜の種子消毒用に農薬登録

されている.過酢酸は国内での農薬登録はないが，海外では

使用が認められており，海外生産された種子には処理済みの

場合がある.また， トウガンに加え，既に研究蓄積が多いス

イカ以外のウリ科作物であるメロン，キュウリ，カボチャ，

ユウガオのAc汚染種子について，上述の薬品中で最も有効

であったものと乾熱処理を組み合わせて最適な種子消毒条

件を検討した.前出の通り，本邦では行政的にも本病の発生

を警戒しているため(平田ら， 1998)，完全に消毒できる条

件の設定を目標として本研究を行った.

使用した種子と薬剤本試験で用いたメロン (melon)，キュ

ウリ (cucumber)，小型種子カボチャ (smallseed squash)，ユ

ウガオ (bottlegourd) のAc汚染種子は，それぞれ品種‘ア

ンデ、ス， [ (株)サカタのタネ]， ‘北進'【タキイ種苗(株)]，

‘小菊， [タキイ種百(株)]， ‘さきがけ， [ナント種苗(株)]

を栽培して収穫した果実にAc懸濁液を接種し，自家採種し

て調製した(窪田ら， 2009; Kubota et al.， 2011). トウガン (wax

gourd)の汚染種子は， ‘ライオン， [ナント種首(株)]から

同様に調製した (Kubotaet al.， 2011) ものと， YPG液体培地

で300C，24時間振とう培養して得たAc菌液を蒸留水で希釈

後， 109 c:h印11に調整したAc懸濁液に‘ライオン'の健全種

子を 5分間減圧浸漬し，その後風乾して調製したものを用い

た.白色種子カボチャ (whiteseed squash)では '7クア新

土佐， [ナント種苗(株)]の種子を同様に菌液に浸潰して調

製した汚染種子を用いた.自家採種により調製した各汚染種

子の汚染率はメロンでは25.3%，キュウリ 97.3%，小型種子

カボチャ 99.3%，ユウガオ 100%， トウガン 98.3%であり

(Kubota et al.， 2011)， Ac菌液への浸漬によって調製したトウ

ガンと白色種子カボチャ汚染種子の汚染率は 100%であっ

た.発芽試験には，上述のメロンとキュウリの汚染種子，小

型種子カボチャの‘パトラー， [カネコ種首(株)]，白色種

子カボチャの‘鉄兜， [カネコ種苗(株)]，茶色種子カボチャ

(brown seed squash)の‘えびす， [タキイ種苗(株)]，大型

種子カボチャ (largeseed squash) の‘ほっこり 133' [タキ

イ種苗(株)]，ユウガオの‘FRダントツ， [ナント種苗(株)]，

トウガンの‘ライオン'の健全種子を使用した.

化学的処理として種子漫漬に用いた薬液は，銅水和剤(有

効成分:58%塩基性硫酸銅)・ 0.2M酢酸 (1:500)混合液(=

470ppm銅イオン，以下， I銅・酢酸」と表記)， 0.5Mアス

コルピン酸，銅水和剤・ 0.5Mアスコルビン酸 (1:500)混合

液(以下， I銅・アスコルビン酸」と表記)， 1600ppm過酢

酸溶液，オキシテトラサイクリン・ストレプトマイシン・銅

水和剤 (1%オキシテトラサイクリン， 12.5%ストレプトマイ

シン， 25%水酸化第二銅)125倍希釈液(以下， Iパクテサイ

ド」と表記)の 5つである.

薬液浸漬と乾熱の組み合わせ処理と，その消毒効果および

発芽への影響調査法上述のトウガン汚染種子を，同じく前

出の 5種類の薬液に室温で、撹狩しながら 60分間浸漬処理し

た.対照として，汚染種子を蒸留水に同様に浸潰した.その

後，種子を室温で3日間風乾して，その一部 (50粒)につい

て， Kubota et al. (2011) に従ってAcの検出を行った.すな

わち，試験管に，シュレッダーにかけたキムタオル L日本製

紙クレシア(株)]を詰めて蒸留水を染みこませた上に播種

し， 300Cで2週間培養して各種子の発芽を調査した そこ

に7mlの蒸留水を加えて激しく振とうして調製した菌液を

選択培地(白川， 2002)に100μl塗沫して 400C，4日間培養

して生じたコロニーにより Acを検出した.また，風乾後の
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種子を， 400Cに調整した乾熱装置内で 2日間予備乾燥した

後， 700C， 7日間， 750Cまたは 800Cで4日間乾熱処理した.

乾熱処理後は室温で保存して， 2週間以内に，上述の方法で

Acの有無を検出して種子の汚染率を求めた. これらの試験

では，試験管内の種子発芽率について，蒸留水浸漬処理のみ

を行った区との有意差をt-検定(有意水準 0.05)によって調

べた.

メロン，キュウリ，小型種子カボチャ，白色種子カボチャ，

ユウガオの汚染種子を，上述と同様に銅・酢酸に浸潰した後，

乾熱処理して，前述と同様にAcの検出を行い，それぞれ無

処理の汚染種子と汚染率を比較した.これらの試験は3回

行った.

前出のメロンとキュウリの汚染種子，他の作物の健全種子

を前項と同様に銅・酢酸に浸漬，乾熱処理して，セル成型育

苗用培養土[ナプラ養土 ヤンマー(株)]を詰めた 128穴

のセルトレイに播種し， 300C， 12時間日長の培養室内で2週

間栽培して発芽率を調査した.対照区では，同様の種子を無

処理で播種，栽培して発芽率を求めた.本試験では各処理区

につき 32粒を用いて 3回行い，その平均値について，各処

理区と対照区間でt-検定(有意水準 0.05)を行い，処理によ

る発芽率低下の有意差を判定した.

薬液浸漬と乾熱処理の組み合わせによるトウガン汚染種

子の消毒効果 Acの懸濁液を減圧接種して調製したトウガ

ン汚染種子に対して，各薬液への漫漬による消毒効果は高

く，全ての薬液において処理後には 2%以下の汚染率となっ

た (Table1) . しかし，アスコルピン酸を含む薬液への浸漬

処理では種子の発芽率が低下した.アスコルピン酸を含む薬

液による種子発芽率の低下は，乾熱処理との組み合わせや，

Acの果実接種によって調製した汚染種子を用いた場合に，よ

り顕著であった 果実へのAc接種によって調製した汚染種

子を用いた場合，薬液のみの処理においては，過酢酸による

消毒効果が低かった.蒸留水浸漬後の乾熱処理では汚染率が

99.3%から 8.0%へと低下し，短期間内に連続する湿乾処理に

よる消毒効果が考えられた.この種子汚染率の低下は，果実

接種によって調製した汚染種子においても認められ，蒸留水

への浸漬後に 750C，4日間の乾熱処理を行った後の汚染率が

8.0%， 700C， 7日間の乾熱処理後では 3.3%となり，同じ種

子を用いた 750C，4日閉または 700C，7日間の乾熱単独処理

後の汚染率である 65.6%，60.0% (Kubota et al.， 2012) より

も大きく汚染率が低下した.しかし，本病は植物検疫上の重

Table 1. Percentage infestation and germination of wax gourd seeds after inoculation of fruit or seeds with Acidovorax citrulli (Ac) and 
treatment with various chemicals and dry heat 

Percentage infestation (Percentage germination)b) 
Infestation 

Treatmenta) 
method Cu + ac巴ticacid Ascorbic acid 

Cu + ascorbic 
Bactecide 

Peroxyacetic 
Control (water) 

acid acid 

Chemical 
2.0:t2.0e) 2.0:t0 1.3土1.3 0.7土0.7 2.0:t2.0 99.3:t0.7 
(99.3:t0.7)* (57.3:t5.2) (48.0土5.0)キ (93.3土0.7)* (98.7:t 1.3)* (73.3 :t2.9) 

Inoculation Chemical + 750C 。 2.7:t0.7 0.7:t0.7 0.7:t0.7 。 8.0:t6.1 
of seedc) dryheat (92.7:t2.4)* (70.0:t8.1) (71.3土2.4) (100:t0)* (99.3 :t0. 7)* (98.0:t 1.2)* 

Chemical + 700C 。 。 。 。 1.3:t0.7 8.0:t6.1 
dry heat (95.3:t0.7)* (76.7:t5.2) (72.0:t3.1) (98.0:t 1.2)* (98.0:t 1.2)* (98.7:t 1.3)* 

Chemical 
1.3:t0.7 1.3:t1.3 。 。 22.7:t4.8 91.3:t 1.8 

(68.7:t9.3) (16.0:t2.0)* (20.0:t9.2) (54.7:t5.5) (60.7 :t2.4) (40.0:t8.1) 
Inoculation Chemical + 750C 。 。 。 。 4.7:t3.7 8.0士3.1
of fruitd) dry heat (70.7 :t3. 7)* (16.7:t7.5) (15.3土3.5)* (58.0:t5.3) (68.7:t 1.3)* (26.7 :t2.9) 

Chemical + 700C 。 0.7土0.7 0.7土0.7 1.3:t1.3 0.7:t0.7 3.3:t1.8 
dry heat (66.0土3.5)* (26.7土8.1) (36. 7:t 14.7) (60.0:t 1.2) (74.7 :t3.5)* (34.0:t6.1) 

a) Chemical treatments: seeds were soaked and stirred in the respective chemical suspension for 60 min; chemical + dry heat treatments: 
seeds were treated with the chemical(s)， then dry heat in electric ovens at 400C for 2 days， then at either 750C for 4 days or at 700C for 7 
days. 

b) Cu + acetic acid: 1160 ppm CuS04 in 0.2 M acetic acid; ascorbic acid: 0.5 M ascorbic acid; Cu + ascorbic acid: 1160 ppm CuS04 in 0.5 M 
ascorbic acid; Bactecide: 80 ppm oxytetracycline， 1000 ppm streptomycin and 2000 ppm CU(OH)2; peroxyacetic acid: 1600 ppm peroxy-
acetic acid. 

c) Seeds were soaked inAc suspension (109 colony forming units/mL) for 5 min with aspiration， then air-dried. 
d) Seeds were harvested from fruits injected with Ac suspension as described by Kubota et al. (2011). 
e) Percentage (%) of Ac detected from total seeds is followed in parentheses by germination percentage (%) in a tube test (Kubota et al.， 

2011). Asterisks indicate that germination rate differed statistically from the control (water without dry heat) in a t-test (P<0.05). 
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要病害であり，種子汚染率は 0%としなければならないため，

この処理による消毒では不十分である.

薬液浸潰後に乾熱処理した場合には，蒸留水浸漬後に乾熱

処理した場合よりも種子汚染率が低下し，特に，薬液に銅・

酢酸を用いた場合，調製法が異なる汚染種子の， 700C， 7日

間， 750C， 4日間のいずれの乾熱処理区においても汚染率が

0%となった.アスコルビン酸を含む薬液とパクテサイドに

浸潰処理した場合，菌液漫漬による汚染種子では 700C，7日

間の乾熱処理，果実接種による汚染種子では 750C，4日間の

乾熱処理との組み合わせで汚染率が 0%となった.汚染様式

により，有効な処理法が異なる可能性が示唆されるが，果実

接種による汚染が，菌液浸漬の場合よりも自然感染による汚

染状況に近いと考えられる.果実接種して得た汚染種子の場

合，蒸留水を用いた対照と比較して，薬液浸漬やそれに乾熱

を組み合わせた消毒処理により発芽率が向上したことから，

Acによる発芽前発病により発芽が抑えられている可能性が

示唆された.

この中で最も消毒効果が安定し，蒸留水処理の対照区と比

較して発芽障害が少ないと考えられた銅・酢酸を，他の作物

への処理にも用いた.

銅・酢酸への浸漬と乾熱処理の組み合わせによる各作物汚

染種子の消毒効果 キュウリと小型種子カボチャの種子で

は，銅・酢酸への浸漬処理でAcが完全に消毒された (Table

2) .メロン，白色種子カボチャ，ユウガオ種子でも，同薬液

浸漬のみで高い消毒効果が認められたが，完全な消毒には至

らなかった. メロン種子では，銅・酢酸漫漬後， 750C， 4日

間の乾熱処理により Acが完全に消毒された.この条件では

完全な消毒ができなかった白色種子カボチャとユウガオの

種子では，乾熱処理の温度を 800Cに上げることによって完

全消毒が実現できた

銅-酢酸への浸漬と乾熱処理の組み合わせが各作物種子の

発芽に及ぼす影響供試した全ての作物の種子について完

全消毒を実現できる条件を用いて，銅・酢酸浸漬と乾熱の組

み合わせ処理を行い，セルトレイに播種，育苗した場合の発

芽率を検討した.その結果，銅・酢酸浸漬に加えて 750C，4 

日間の乾熱処理を行ったメロン，キュウリとトウガン種子で

は，無処理の種子と比較して発芽率の低下，遅れは認められ

なかった (Fig.1). 一方，小型種子カボチャでは銅・酢酸浸

漬のみでも発芽率の有意な低下が認められ，それに加えた

750C， 4日聞の乾熱処理により，発芽が2日程度遅れ，発芽

率もさらに低下した.白色カボチャ種子では銅・酢酸浸漬の

みにおいて発芽率が有意に低下し， 800C， 4日間の乾熱処理

によりさらに低下するとともに，発芽の遅れも認められた.

茶色種子カボチャでは銅・酢酸浸漬と 800C，4日間の乾熱処

理で 1日程度発芽が遅れるものの，対照の無処理と比較し

て発芽状況に大きな差は認められなかった.大型種子カボ

チャ，ユウガオでは最終的な種子の発芽率に無処理と差が認

められなかったものの，両作物とも 1~2 日，発芽が遅れた.

過酢酸への浸漬では，菌液への種子浸漬によって調製した

汚染種子よりも，果実接種して調製した汚染種子での消毒効

果が劣った.果実接種の場合，種子の菌液浸漬よりも，菌が

種子内部のより深部にまで侵入すると考えられ，これが効果

の差に表れた可能性がある.薬液浸漬では種皮表面の菌に対

して，乾熱処理では種子内部の菌に対する殺菌効果を期待す

るが，薬液浸漬後の乾熱処理では，薬剤の種子内部への浸透

性も消毒効果に影響を与えると考えられた.銅・酢酸の種子

内部への浸透性が高い可能性がある.種子の銅・酢酸漫漬と

乾熱処理を組み合わせた場合，同じ条件の乾熱単独処理

(Kubota et al.， 2012) よりも消毒効果が優れた.

本研究で検討した薬液の中で乾熱処理との組み合わせで

Table 2. Percentage cucurbit seeds infested withAcidovorax citrulli (Ac) after various treatments with CuS04 and acetic acid and successive 
dry heat treatments 

Cucurbita) 

Percentage (%) ofAc detection from total seedsb
) 

Infested (%) 
Cu + acetic acid Cu + acetic acid +750C dry heat Cu + acetic acid +800C dry heat 

Melon 25.3 2.3::1::0.7 。 c) 

Cucumber 97.3 。 。
Small seed squash 99.3 。 。
White seed squash 100 1.3::1::1.3 0.7::1::0.7 。
Bottle gourd 100 0.7::i::0.6 0.7::1::0.7 。
a) Seeds， except for white seed squash， were harvested from fruits injected withAc suspension as described by Kubota et al. (2011). Seeds 
ofwhite seed squash were soaked inAc suspension (109 colony forming unit/mL) for 5 min with aspiration， then air-dried. 

b) Cu + acetic acid: seeds were soaked with stirring in 1160 ppm CuS04 in 0.2 M acetic acid for 60 min， then dried in a room with open air. 
Cu + acetic acid + dry heat: seeds were treated with the chemicals， then pre-dried in electric ovens at 400C for 2 days， then at the 
respective temperatures for 4 days. 

c) -; Not tested. 
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Fig. L Percentage germination of cucurbit seeds after disinfestation treatments. 
A， Melon; B， cucumber; C， wax gourd; D， small seed squash; E， white seed squash; F， brown seed squash; G， large seed squash; H， 
bottle gourd. Treatments: Cu + acetic acid， seeds were soaked in a mixture of 1160 ppm CuS04 and 0.2 M acetic acid for 60 min， 
then air-dried; Cu + acetic acid +750C dry heat， seeds were treated with Cu + acetic acid， then pre-dried at 400C for 2 days， then 
dry-heated at 750C for 4 days. Cu十 aceticacid +80oC dry heat， seeds were treated with Cu + acetic acid， then pre-dried at 400C for 
2 days， then dry-heated at 800C for 4 days; Control， seeds received no treatment. Treated or control seeds were sown in soil in a 
chamber at 300C with a 12 h day/12 h night. Values marked with asterisks differed statistically from the control in a t-test (Pく0.05).
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は，銅・酢酸の種子消毒効果が最も高く，発芽への影響も小

さいことからより実用性が高いと思われた.銅水和剤・食酢

混合液への浸漬処理は既に野菜種子消毒用として農薬登録

されており，種子生産現場にも適用が可能である.アスコル

ビン酸は食品添加物として認められており，安全性には問題

がないと思われるが，農薬登録がないため現在は使用できな

い.パクテサイド，過酢酸も種子浸漬用としての農薬登録が

ないため，圏内では使用できない.

薬剤(原ら， 2006)や乾熱単独処理 (Kubotaet al.， 2012)の

結果と同様に，本試験における銅・酢酸浸漬，同漫漬と乾熱

の組み合わせ処理によっても，メロン，キュウリ等の小型種

子は消毒しやすく，カボチャ等の大型種子は消毒しにくいこ

とが示された.小型種子カボチャは，乾熱単独処理の場合に

は発芽障害は起きにくいが CKubotaet al.， 2012) ，銅・酢酸に

よる発芽障害が大きかった.やや大きな白色種子カボチャと

ユウガオの種子では，銅・酢酸浸漬後に 800C，4日間の乾熱

処理で完全に消毒できたが，この条件ではカボチャ種子の形

状によって発芽障害の程度が異なった.小型，白色種子のカ

ボチャは銅・酢酸浸潰のみでも発芽阻害を受けやすく，乾熱

を加えた場合には大型種子が茶色種子よりも発芽障害が発

生しやすい.乾熱処理単独の場合にも白色種子は茶色種子よ

りも耐乾熱性が低かった CKubotaet al.， 2012).以上のように，

薬剤，乾熱のそれぞれ単独または組み合わせ処理において，

種子の性状によって作物や品種間で消毒効果や発芽障害の

程度が異なることが示され，これらの種子消毒に用いる方法

や条件をそれぞれの作物，品種毎に検討する必要があると考

えられた.

本研究中でも行った乾熱処理前の予備乾燥が，乾熱処理の

種子発芽への悪影響を軽減することが知られている(今回・

壇， 2002;木嶋， 1980;国安・中村， 1978;中村ら， 1978;塩見

ら， 1991;白川， 2002;吉野ら， 1978). また，作物や品種に

よる種子の形状等の他に，消毒処理前後の保存条件が発芽に

影響を与えると考えられるが，これらに関する研究報告はほ

とんどない(中村ら， 1981). この点について，今後の検討

が必要と考えられる

上述のとおり，種子の薬剤浸漬と乾熱処理を組み合わせる

ことで，乾熱の単独処理よりも弱い乾熱条件で完全消毒でき

ることが示され，種子生産現場にはより適用しやすい種子消

毒法が提示できた.現在，各種苗メーカーではウイルス病対

策として 70~ 750C で 3~4 日間の乾熱処理が実施されてい

るが CFletcheret al.， 1969;窪田ら， 2010;長井・深津， 1970; 

西・西沢， 1967)，本研究でメロン，キュウリ， トウガンで

得られた消毒条件は，既に各種苗メーカーが保有する乾熱装

置に適用できると考えられる(窪田ら， 2010). しかしカ

ボチャ，ユウガオではより高い温度設定が必要であり，各乾

熱装置の性能や設定条件を検討する必要がある.

本研究の結果より，メロン，キュウリ， トウガン，ユウガ

オ，茶色種子カボチャと大型種子カボチャでは，発芽に影響

が少ないAc汚染種子の完全な消毒方法が明らかになった.ま

た，小型種子カボチャでは既に乾熱単独処理で完全な消毒条

件が得られており CKubotaet al.， 2012)，今後，生産現場にお

けるこれらの技術の普及が期待される.一方，白色種子カボ

チャでは，薬剤または乾熱の単独処理，さらにそれらの組み

合わせ処理では発芽障害がなく完全に消毒できる条件は設定

できなかった.本邦では，ウリ科野菜の市販種子に対しては，

ほぽ 100%の高い発芽勢と発芽率が求められるため，白色種

子カボチャの市販種子に本研究での消毒法を適用することは

難しいと思われるが，多少の発芽障害を許容できる種子生産

や育種現場における原種等への適用は可能と考える.

本研究は，農林水産省による，新たな農林水産政策を推進

する実用技術開発事業「ウリ科野菜果実汚斑細菌病の日本へ

の侵入・定着防止技術の開発」において行われた.本研究を

行うにあたり，種子をご提供いただいたカネコ種苗(株)

寺沢祐一氏，タキイ種苗(株) 駒場雅彦氏，野菜茶業研究

所の研究室内で多大なご、協力をいただいた山内克之氏，別所

種久氏，梅津とし子氏，藤本秀美氏，西和文博士(現 ア

リスタライフサイエンス(株))に厚く御礼申し上げる.
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